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耳鼻咽喉科医長　鈴木　理恵
耳鳴りのこと

病的難聴に伴う耳鳴り
　突発性難聴やメニエール病、中耳炎に伴う耳鳴りもあります。特に突発性難聴は発症から２週

間が治療のゴールデンタイムといわれていますので、なるべく早く耳鼻咽喉科を受診することを

お勧めします。

　またヘッドフォンから漏れてくるほどの大音量で音楽を聴いた後や、ライブなどで大きな音を

聞いた後に耳鳴りを感じる場合には、音響外傷による難聴になっている可能性もあります。普段

から大きな音を耳の中に入れないように気をつけましょう。

生理的な耳鳴りと病的な耳鳴り
　生理的な耳鳴りは誰でも経験があると思いますが、例えば静かな部屋に入ると耳が「シーン」

となります。また手のひらで耳を強く押さえると「ドクドク」や「ザーザー」などの心臓の鼓動

や血液の流れのような耳鳴りを経験すると思います。このような生理的な耳鳴りは日常生活の中

では感じないか、あるいは感じても短時間で消えるものです。

　これに対して病的な耳鳴りは絶えず鳴っており、精神的に安定している時にも感じるものです。

病的な耳鳴りは一般的には難聴に伴って起きることが多く、難聴に一致した音の高さ（周波数）

の耳鳴りを感じるようです。

　また耳鳴りは精神的要因も影響し、本人の意識の集中状態にも大きく左右されます。すなわち

耳鳴りを気にしていれば大きく聞こえるし、注意が他に向いていれば耳鳴りを忘れて過ごすもの

です。

耳鳴りは、周りに音を出すものがないのに音が感じられる現象で、たいてい
は「キーン」「ジー」「ゴー」という音、あるいはセミの鳴き声と表現する人
もいます。中にはどちらかの耳で聞こえるのではなく頭の中で鳴っていると
表現する人もいます。詳しい原因はいまだによくわかっていません。

耳鳴りの検査
　耳鳴りを感じたときは、まず難聴がないかどうかの確認をするために聴力検査を行う必要があ

ります。加齢現象による難聴に伴う耳鳴りも同様です。

　また精神的要因を推測するために、施設によっては心理テストや健康調査表、

本人の耳鳴りのとらえ方に対するアンケート調査などを行う場合もあります。

　耳鳴りの原因が脳の病気であることはごくまれですが、念のため MRI などの

脳の検査を行うこともあります。

耳鳴りの治療
　前述のような病的難聴が原因の場合にはそれに対する治療を行います。原因が不明の場合や加

齢現象に伴う耳鳴りの場合は、耳鳴りそのものをゼロにする薬や治療は今のところありません。

耳鳴りが原因で眠れない場合は、睡眠導入剤、耳鳴りのために不安感にさいなまれる場合は、精

神安定剤などの対症療法を行います。

　生活環境を整えることも大事なことです。静かな部屋に入ると「シーン」と聞こえてしまうよ

うに、耳鳴りはいつでも聞こえてしまいます。これを和らげるために、常にテレビやラジオをつ

けて音のある生活をすることや、趣味に没頭することで耳鳴りを忘れるようにするのも一つの方

法です。難聴が著しい場合には、補聴器をつけていただくと、周囲の音が聞こえて耳鳴りが気に

ならなくなる人もいます。

　大切なことは耳鳴りを気にしすぎず日々安らかに過ごすということです。好きな音楽をかけて

リラックスしたり、ゆっくりお茶を飲んだりと、のんびり過ごしてみてください。
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RS ウイルス感染症RS ウイルス感染症RS ウイルス感染症

地域住民の方に向けた講演会やイベントを多数開催しています。
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「第７回 世界糖尿病デー キャンペーン」 を開催しました。

　『11 月 14 日の世界糖尿病デー』にちなみ、11 月９ 日（木）に世界糖尿病デーキャンペーンを行いました。

　当院でのイベントは７回目となりましたが、外来患者さんやご家族をはじめ、近隣住民の方など多くの方々に参加し

ていただきました。

　血糖・血圧・体重・腹囲測定、ポスターや食事に関する展示、白米の盛り付け・神経障害などの体験コーナー、ミニ

講座などを通して糖尿病を身近に触れる機会となりました。

　今後もキャンペーンを通し、糖尿病予防啓発活動に取り組んでいきたいと思います。

▲各種測定 ▲ミニ講座「糖尿病にならないために」

「第５回 東京臨海病院　がんセミナー」 を開催しました。
　10月19日（木）に、「第５回東京臨海病院がんセミナー」を開催しました。本セミナー

の目的は、地域医療を支える先生方に当院におけるがん医療の実際を知って頂き、患

者さんの紹介あるいは逆紹介をスムーズに行えるように連携をとること。また、がん

専門病院の講師をお招きして、より高度な知識を得ることです。

　当院は、肺がん･胃がん･大腸がん･乳がん･前立腺がんにおいて、【東京都がん診療連
携協力病院】の指定を受けています。今後もこのようなセミナーを通じて知識と連携

を高め、より良い医療を志してまいりますので、ご期待ください。

　聞き慣れない方も多いとおもいますが、RS ウイルス は生涯にわたり感染を繰り返し、２才くらいまで

に全ての人が感染すると言われています。大人の場合は、鼻かぜ程度の症状で問題になることはほとんど

ありませんが、乳幼児の場合は、重篤な症状を起こすことがあります。

　RS ウイルスは、乳幼児の肺炎の 50％、細気管支炎の 50％～ 90％を占めるとの報告があり要注意です。

１年中発生していますが、特に冬の寒い時期に流行しますのでインフルエンザと同様に注意が必要

です。乳幼児のお子さんで「ただの風邪かな？」とおもっていると、ゼーゼーとのどが鳴るような（喘

鳴）症状や発熱とともに悪化して入院が必要となることがあります。

　唾液や痰、鼻水などに触れることで感染し、感染力は非常に強いので

兄弟などの家庭内や、保育園などで感染します。喘息などをお持ちのお

子さんは重症化することもありますので、ただの風邪と油断しないよう

にしましょう。

　大人の方は手洗いをする事で、お子さんへの感染を減らす事ができま

すので、鼻をかんだあとなどはすぐに手を洗いましょう。

▲ミニ講座「いつでもどこでも体操」



最新の医療機器を常に更新しています。
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●時間 /13 時～ 14 時（12:40 開場）

●場所 /2 階  大会議室

●参加費 / 無料　

●申込み / 不要

※当日は直接会場まで

　　　　お越しください。

　月２回程度、糖尿病教室を開催しており

ます。糖尿病に興味のある方は、どなたでも

ご参加いただけます。

日　程 ミニ講座の内容・担当者

費用
は

無料

当日
参加可

出入り
自由

お問い合わせ/がん相談支援センター
１階「売店」前です

にお立ち寄りください
　キャンサーカフェでは、がん患者さんやそのご家族の交流の場やミニ講座に加えて、個別相談もお
受けしています。薬のことや食事や栄養のこと、仕事や生活全般のことについて、ご心配なことやお
わかりにならないことなど、遠慮なくお尋ねください。

■時間 /14 時～ 16 時　ミニ講座 /14:30 頃予定（15 ～ 30 分程度） ■場所 /2 階  第 1･2 会議室 

1/26（金） ストレスとのつきあい方　　リエゾン精神看護専門看護師　蒲池 あずさ

【１・２・3月の土曜診療日】
■受付時間■午前８時～午前10時30分　原則として予約診療はいたしません。

１月13・27日、 ２月10・24日、 ３月10・24日 

平成 29 年 12 月 2９日( 金 )～平成 30 年 1 月３日( 水 )は、年末年始につき休診とさせていただきます。

ただし、12 月 30 日 ( 土 ) は診療を行います。初診・再診に関わらず、当日受付順に診察を行います。

病  院

レストラン

売  店

28（木） 29（金） 30（土） 31（日） 1/1（月） ２（火） ３（水）

× × × ×△
休業 休業 休業

８:00 ～ 10:30

病院直通バス 運休 運休 運休 運休土曜ダイヤ

４（木）

休業 休業

×

運休

○

通常

通常

通常

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年 診 療 の ご 案 内末 年 始

※12／30(土)の診療体制 ＝【受付時間】8:00～10:30当日受付順。詳細は、各診療科の受付にお問い合わせください。

○

通常

通常

8:00～14:00
（LO.13:30）

通常営業（７:30 ～ 19:30）

2/23（金）

認知とこころ　　　　　臨床心理士　五十嵐 美代3/23（金）

日　時 テーマ 担　当

管理栄養士

理学療法士
糖尿病看護認定看護師

糖尿病の食事　外食編

（木）１/ 11

糖尿病の運動（月）１/ 22

糖尿病の飲み薬について
低血糖について

糖尿病と歯、足の話
歯科医
糖尿病看護認定看護師

糖尿病の食事　基礎編

管理栄養士

（木）２/  １

（月）２/ 19

（月）３/ 12

（月）３/ 26

薬剤師
糖尿病看護認定看護師

管理栄養士
糖尿病看護認定看護師

シックデイ対策
糖尿病の防災対策

～風邪やケガをしたときの対処法～

咳
せ き

エチケット
咳エチケットにご協力お願いいたします。マスクは【自動販売機】と【1 階売店】で販売しております。

咳
守ろう！

❹ 鼻水・痰がついたティッシュはすぐゴミ箱へ︕
❸ マスクがない時は、ハンカチやティッシュを口にあてましょう︕
❷ 咳・くしゃみが出る時はすぐにマスクをつけましょう︕
❶ 咳・くしゃみをする時は、人がいる方を向かずに１メートル以上離れてから。

がんと遺伝の話し　　　看護師　羽賀　充実

鼻をかんだあとなどはすぐに手を洗いましょう。

8:00～14:00
（LO.13:30）



　冬至といえば、南瓜を食べたりゆず湯で温まることは、よく行われている習慣です。

ここ数年私の冬至のルーチンは、早稲田の穴八幡宮に、冬至から節分までの期間だけ頒布されている

「一陽来復（いちようらいふく）」の御札を頂きに行くことです。

お金繰りがよくなるということで有名な御札で、冬至の日が休日と重なると長蛇の列ができます。

まだお金持ちにはなっておりませんが、御札のお陰か今年も元気で健康に過ごすことができました。

診療実績診療実績

ホームページもご覧ください http ://www.tokyorinkai . jp/

〒134-0086 東京都江戸川区臨海町 1-4-2 電話 03-5605-8811( 代表）FAX03-5605-8113日本私立学校振興・共済事業団

東京臨海病院

平成29年10月の当院の実績は
以下のとおりです。

病床数：400 床

医師数（平成29年10月1日現在）:  82 名

外来延患者数： 18,548 名

入院延患者数： 9,266 名

手術件数： 239 件

◆発行：東京臨海病院　◆発行責任者：小林　滋　◆編集：広報委員会・企画経営課

編集後記

電子カルテシステムをいちはやく導入し、安全安心な医療を提供しています。
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平　日 第２・４土曜時
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◎外来診療のない日（休日、第 1・３・
　５土曜日、年末年始等）は運行して
　おりません。
◎お問い合せ先
　京成バス株式会社 江戸川営業所
　TEL.03-3677-5461

江戸川スポーツランド行 江戸川スポーツランド行
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江戸川スポーツランド行

りんかいシャトル
のご案内
りんかいシャトル
のご案内

東京臨海病院発 → 葛西駅行
平　日 第２・４土曜時
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葛西駅発 → 東京臨海病院行

【お薬の名前について】

お近くの保険薬局（かかりつけ薬局）でお薬を受け取れます。
ご自宅や職場近くの保険薬局でおくすりを受け取ることができる『院外処方せん FAX コーナー』を、

病院１階の正面玄関横に設置してあります。

FAX コーナーから事前に院外処方せんを送信することで、保険薬局でのおくすりの受け取りが

スムーズになり大変便利です。ぜひご利用ください。（利用料金は無料です。）

みなさんは、現在服用中または使用中の「お薬の名前」がどのように付けられたものか、

疑問に思ったことはありませんか？

例えば、このような名前があります……

　●インフルエンザのお薬であるタミフル ® カプセルでは、

　　有効成分のオセルタミビルと病名のインフルエンザから名前が構成されています。

　●糖尿病治療薬のグルファスト ® 錠は、

　　食後の血糖（グルコース）の上昇を、速やか（ファスト）に改善することから命名されています。

中には半分洒落がかったお薬の名前もあります。

　●睡眠導入剤のネルボン ® 錠は、

　　寝る、と bon（ボン：フランス語で良いを意味する）から良く眠れるお薬という名前になっています。

また、お薬の名前の最後に OD や CR などといったアルファベットが付いているものがあります。

　●OD とは Oral　Disintegration の略で、服用した時に口の中でラムネ菓子のように溶け、水なしでも

　　服用できる口腔内崩壊錠を意味しています。

　●CR とは Controlled Release の略で、放出制御という意味です。これは有効成分が血液中に一定に放

　　出されるように工夫されたお薬ということです。

カタカナばかりでなかなか覚えにくいお薬の名前も、その由来が分かるとより親しみを持つことができ、

覚えやすくなるのではないでしょうか。


